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今回われわれは虫垂杯細胞カルチノイ ドの 2例 を経験 したので報告する。症例は46歳の男性 と41歳

の男性である。 2例 とも虫垂炎の診断で虫垂切除術を行った。術後の病理検査で虫垂杯細胞カルチノ

イ ドと診断されたため,と もに右半結腸切除術を追加 した。しかし,切 除標本には腫瘍細胞を認めず,

リンパ節転移 も認めなかった。 2例 は術後約 2年 2か 月,約 2年 を経過 しともに再発の徴候はない。

虫垂の杯細胞カルチノイ ドはまれな疾患である。本邦ではわれわれの症例を含めて31例が報告され

ている。多 くの症例は急性虫垂炎の診断で手術されているが進行した症例では回盲部腫瘍 と術前に診

断されていた症例 も認められる。治療は虫垂切除術のみで経過観察されている症例 と回盲部切除術や

右半結腸切除術が行われた症例に分けられるが,転 移,再 発を認めた症例が多 く,病 期によっては積

極的な外科治療が必要 と考えられる。
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はじめに

虫垂の杯細胞カルチノイドは比較的まれな腫瘍であ

り臨床病理学的にはその発生,悪 性度などに関して不

明な点が少なくない。われわれは本症の 2例 を経験 し

たので文献的な考察を加えて報告する。

症  例

症例 1:46歳 ,男 性

主訴 :右下腹部痛

家族歴 :特記すべきことなし.

既往歴 :特記すべきことなし,

現病歴 :平成 4年 3月 31日,早 朝より右下腹部痛あ

り.午 後になって右下腹部痛が増強したため当院を受

診した。

入院時現症 :身長165cm,体 重62kg,体 温37.2°C.

右下腹部に強い圧痛がありBlumberg徴候 を認めた。

検査所見 :白血球数の著明な増加を認めた (Table

l ) .

以上の所見より急性虫垂炎の診断で緊急手術を行っ

た。

手術所見 :膿性の腹水を認めた。虫垂は発赤,腫 脹

しており膿苔の付着を認めた.逆 行性に虫垂切除術を

行った。

<1994年11月9日受理>別 刷請求先 :二村 直 樹
〒500 岐阜市司町40番地 岐 阜大学医学部第 1外科

goblet cell carcinoid

摘出標本所見 :虫垂は全体に発赤 していた。割面で

は切除断端から約10mnlの 部位から約14mmに わたっ

て白色の壁肥厚を認めた (Fig.1).

病理組織所見 :白色調の壁肥厚の部位に杯細胞類似

の腫瘍細胞が奨膜下 まで島状,索 状 に増殖 していた

(Fig,2,上 段).リ ンパ管侵襲,傍 神経侵襲を認めた。

腫瘍細胞は異型がやや強 く核分裂像 も400倍10視野中

2カ 所以上認められた。Grimelius染色で一
部の腫瘍

細胞に陽性の類粒を認め,Fontana Masson染 色では

ごく一部に黒色類粒を有する腫瘍細胞を認めた (Fig.

2,下 段).Alcian blue染色は粘液,腫 瘍細胞の胞体が

陽
′
性であった。Goblet cell carcinoid,ss,lyl,vOと

診断された。

術後11日目に退院した。しかし,杯 細胞カルチノイ

Table l  LaboratOry data on the case No 1 0n

admlsslon

WBC

RBC

Hb

PLT

Cre

BUN

Na

19,240/mm3

454×104/mm3

15 4g/di

12.9×104/mm3

0 91ng/dl

12 mg/di

139 mEq/″

3 9mEq/′

104 mEq/′

TP

Alb

T Bil

GOT

GPT

LDH

ALP

Amy

6 7g/dl

4 1g/dl

0 7mg/dl

351U/L

341U/L

3511U/L

1801U/L

811U/LＫ

Ｃ‐
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Fig. l  The cut surface of resected specilnen of the

case No l shoMred 、 vhitish mural thikening

(arrow)

Fig. 2 Histopathologic examination of the case

No. 1 revealed island-like and cord-like subser-

ous proliferation of the tumor cells simillar to
goblet cells (upper : H.E. x 200). Few tumor cells

had granules positive with Fontana-Masson stain
(lower : Fontana-Masson x200).

ド,深達度 ssと診断されたため再入院し平成 4年 5月

12日,右 半結腸切除術を行った。切除標本では腫瘍細

Table 2 Laboratory data

admission
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on the case No 2 on

9,370/mm3

467X104/mm3

14 5g/dl

190×104/mm3

0 9mg/dl

12 mg/dl

139 mEq/′

3 9 mEq/′

104 mEq/′

15 3 nag/dl

TP

Alb

T Bil

COT

GPT

LDH

ALP

γ
―GTP

Amy

CEA

CA19-9

7 6 g / d l

4 6g/dl

l llng/dl

131U/L

141U/L

2591U/L

941U/L

421U/L

981U/L

0 6ng/ml

ll U/ml

胞を認めずリンパ節転移 も認めなかった。

症例 2:41歳 ,男 性

主訴 :右下腹部痛

家族歴 :特記すべきことなし.

既往歴 :特記すべきことなし.

現病歴 :平成 4年 5月 18日から右下腹部痛あり。近

医受診 し加療を受けたが軽快しないため 5月 20日当院

を紹介された。

入院時現症 :身長169cm,体 重73kg,体 温373°C,

右下腹部に鶏卵大の弾性やや硬,表 面平滑な腫瘤を触

れその部位に圧痛,お よび Blumberg徴 候を認めた。

検査所見 :白血球数の軽度上昇,CRP強 陽性を認め

た。腫瘍マーカーは正常であつた (Table 2).

腹部超音波検査所見 :辺縁不整な低エコー腫瘤の内

部に虫垂様のエコーを認めた (Fig。3).

以上の所見より,急 性虫垂炎にともなう虫垂周囲膿

瘍,あ るいは虫垂腫瘍の診断で 5月 21日に手術を行っ

た。

手術所見 :虫垂の中央から先端にかけて鶏卵大の腫

瘤を認めた。逆行性虫垂切除術を行った。

摘出標本所見 :虫垂の先端部に40×25×20mm大 の

腫瘤を認めた。虫垂の内腔には膿性液が貯留していた。

割面では腫瘤の壁は黄白色で著明に肥厚していた。腫

瘤から虫垂根部までは55mmで あった (Fig。4).

病理組織所見 :腫瘤の部位は線維化が著明で杯細胞

類似の腫場細胞が壊膜下 まで腺房状,索 状 に増殖 し

(Fig.5,上 段),傍神経侵襲を認めた。腫瘍細胞は異型

が強 くな く核分裂像 もほ とん ど認 めなかった.

G五mehus染 色で一部の腫瘍細胞に陽性の頼粒を認め

(Fig.5,下段),Fontana‐Masson染 色ではごく一部に

黒色類粒を有する腫瘍細胞を認めた。Alcian blue染色
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Fig. 5 Histopathologic examination of the case

No. 2 revealed gland-like and cord-like subserous
proliferation of the tumor cells Simillar to goblet

cel ls  (upper:  H.E.  x200) .  A few tumor cel ls  had
granules positive with Glimerius stain (lower:

Gl imel ius x 400).

ンパ節転移 も認めなかった。

2例 は術後約 2年 2か 月,約 2年 を経過 し再発の徴

候は認めず経過観察中である。

考  察

虫垂のカルチノイ ドは,WHO分 類では銀還元性カ

ルチノイド,好 銀性カルチノイ ド,杯 細胞カルチノイ

ドに分類されている。杯細胞カルチノイ ドはカルチノ

イ ド類似像 と粘液産出腺癌類似像の両方を有するまれ

な腫瘍である。

本腫瘍は1969年にGagnel)に よって粘液産出性カル

チノイ ドの 3例 としてはじめて報告 され,1974年 に

Subbuswallly2)はgOblet cell carcinoidとして12例を

報告した。 ほかヤこもmucinous carcinoid, adenOcar‐

cinoidといった名称で報告されている。

本症の発生頻度に関する詳細な記載はなく,特 に切

除虫垂の病理組織学的検査がルーチンに行われている

Fig. 3 Abdominal ultrasonography of the case

No. 2 revealed a vermix- l ike echo inside the

hypoechoic tumor having an irregular margin.

Fig. 4 A tumor of 40 x 25 x 20mm in size was
observed at the tip of the vermiform process of
the resected specimen of the case No. 21 while on
the cust surface, tumor wall appeared yellowish
white, showing marked mural thickening.

では粘液および腫瘍細胞の胞体が陽性であった。Gob‐

let cell carcinoid,ss,lyO,vOと診断された。

術後経過良好で退院したが,杯 細胞カルチノイ ド,

深達度 ssと診断されたため平成 4年 6月 25日,右半結

腸切除術を行った。切除標本では腫瘍細胞を認めず リ
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施設の少ない本邦では,こ の点まった く不明である。

本院では1988年以来虫垂炎で切除された虫垂はすべて

病理検査を行っており,1992年 までの 5年 間の虫垂炎

手術例は619例であるが,上述の 2例 はたまたま1992年

に経験されてお り,本 症の正確な発生頻度を挙げるの

はきわめて困難である。

著者 らの検索しえた範囲では,本 邦では自験171を含

めて31471が報告されている。年齢は31歳～80歳,平 均

53.8歳で性別は男性19例,女 性11例である。31例の術

前診断は急性虫垂炎23例,盲 腸癌など回盲部の腫瘍 4

例,卵 巣腫瘍 2例 ,下 部消化管の不完全閉塞および腸

重積各 1例 であった。術前に急性虫垂炎と診断された

23例では21例は虫垂切除術術後の病理検査で杯細胞カ

ルチノイ ドと診断されていた. 2例 は術中所見で虫垂

の悪性腫瘍 と診断しており1例 に回盲部切除術, 1例

に虫垂切除術 (2期 的手術を予定)力 行ゞわれていた。

23例中21例に虫垂に炎症所見を合併 していたことが記

載されており,ほ とんどの症例で炎症をともなって発

症 したために発見されたことがわかる。虫垂切除術が

行われた22例では11例が虫垂切除術のみで経過観察さ

れてお り,11例 では回盲部切除術,右 半結腸切除術な

どの手術が追加されている。回盲部の腫瘍 と診断され

た 4例 ,下部消化管の不完全閉塞 と診断された 1例 は,

虫垂の腫瘍が回盲部に癒着,浸 潤してお り回盲部切除

術が行われている。卵巣腫瘍 と診断された 2例 は術中

に虫垂腫瘍が見つかり回盲部切除術,卵 巣摘出術が行

われ,虫 垂杯細胞カルチノイ ド,卵 巣転移 と診断され

ている。病理組織所見については,腫瘍深達度はpmが

1例 ,ssが 14例,sが 1例 ,虫 垂問膜へ浸潤が 5例 ,回

盲部へ浸潤が 5例 に認められた。傍神経侵襲は12例に,

リンパ管侵襲は16例に,静 脈侵襲は 3例 に, リンパ節

転移は4例 に陽性 と報告されている。予後については

再発をきたした症例が 6例 認められた。

本症例の 5年 生存率は73.2%め,60%つ と報告されて

おり虫垂腺癌の 5年 生存率20～45%つ,15%。 と比べ良

好である。本症の悪性度は通常のカルチノイ ドと腺癌

の中間的な位置にあるものと報告されている3)の
.

治療について Warkelら Dは虫垂を越えて浸潤する

もの,病理組織像で細胞異型のあるもの,400倍10視野

中に2か 所以上の核分裂像を認めるものについては右

半結腸切除術を行 うほうがよいと述べている。Berar‐

diら7)は
右半結腸切除術を行 うべき所見 として,1.細

胞異型が高度なもの,2.細 胞分裂像が増加 しているも

の,3.虫 垂根部に病変があって盲腸に浸潤 しているも
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の,4.リ ンパ節転移があるもの,5.腫 瘍径が2cmを

こえるもの と述べてお り虫垂問膜のみへの浸潤や リン

パ管侵襲,傍 神経侵襲 は追加手術の根拠 とならないと

している。Parkら りは腫瘍の再発 を予測するのは困難

であ り右半結腸切除を行 うべきとしている。Wol付 ら的

は十分に悪性度 を有する腫瘍 と考 えて治療 を選択すべ

きとしてお り,岩 下 らいも痛 と考 えて病期 によっては

適切な外科的処置が必要 としている。岩下 らは 5年 以

上経過観察 された 5例 のうち 4例 が癌性腹膜炎で死亡

した と報告 しているが腫瘍細胞は異型性,多 形性 に乏

しく核分裂像 もほとん ど認められなかった と報告 して

いる。本邦報告例31例中,文 献の記載 によって確認で

きる症例で リンパ節転移陽性例が 4例 ,転 移性卵巣腫

場で発症 した症例が 2例 ,術 後の再発例が 6例 に認め

られ,重 複 を除 くとリンパ節転移陽性,転 移,再 発の

いずれかが認められた症例が 9711に認められた。 自験

例 2例 については追加切除が必要でなかった可能性が

あるが,転 移,再 発 を予測するのは困難であ り,本 邦

報告例で も悪性 と考 えられる経過 を示す症例が31例中

9例 と少な くない。本症 は癌 と同様 に考 えて病期 に

よって積極的な外科治療 を行 うべ きと考 える。本疾患

は悪性度など明 らかでな く治療方針などについて今後

の検討が必要である。
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Two Cases of Goblet Cell Carcinoid of the Vermiform Appendix

Naoki Futamura, Takanori Goi, Kazuo Makimoto, Koji Miyamoto,
Yukio Shimizu, Eiichi Matsunami and Tsuneko Ikeda*

Department of Surgery, Department of Pathology*, Matsunami General Hospital

Two cases of goblet cell carcinoid of the appendix were reported with a review of the Japanese
literature. Both patients were male, one 46 and the other 41 years old. They had symptoms consistent with
acute appendicitis and underwent appendectomy. Pathological examination revealed goblet cell carcinoid
in addition to acute inflammation of the appendix. Both patients subsequently underwent right
hemicolectomy. No neoplastic cells were detected histologically in either specimen. One was well 2 years
and 2 months, the other was well 2 years after the operation. Thirty-one cases including these two were
collected from the Japanese literature. Most of them had surgery after a diagnosis of acute appendicitis,
though an ileocecal tumor was suspected in a few advanced cases. Appendectomy alone with postoper-
ative follow up, ileocecal resection or right hemicolectomy were choise of the treatments in them.
Metastasis or recurrence was observed in a few cases, suggesting of necessity of aggressive surgical
treatment.
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